スボーツ&レジャーで彩る秦野・ひと・まち・みらいをつなぐ情報紙

今号の主な記事
◆チャレンジデー2018開催報告
◆スポーツイベント紹介
◆キラリ輝くはだのっ子・スポーツシニア
◆生涯スポーツコラム
◆加盟団体紹介
◆スポーツ教室の開催予定
◆はだのスポーツ掲示板
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5月30Hに開催されたチャレ
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で

300万人のスポーツイベント
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ンジデー 2018の結釆は、参加
*46.406となり、対城相于の関
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市に敗れてしまいました
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秦野市 2度目の挑戦
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チャレンジデー2018 開催報告

に、リ1き続き、スホーツ・述動
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このチャレンジデーをきっかけ

岐阜県関市

参加者

残念な結果ではありますが、

15分以上の運動・スホーツ活動の参加率を競い合う世界イベント

秦野市

口

に桜極的に取り継み、健康堺進
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に努めましょう

湘南べルマーレフットサルクラブVSフウガドールすみだ
旧時】8月18日催助【試合開始】悲窒美氾近凄>【会場】カルチャーバーク総合体育館
8月18日(土)に湘南べルマーレフットサルクラプVSフウガドールすみだ
のFリーグ公式単戈が、秦野市カルチャーパーク総合体育館で開催されます。
プロ選手達のテクニックやバフォーマンスなど、迫力のあるプレーを問近で
観戦することができます。この機会にフットサルの試合を観単戈してみませんか?
当日はBAN☆Enjoy Danceclubの子どもたちによる演技披露や県立秦野
高校チアリーディング部によるべルマーレ応援演技披露などのイベントで試合
を盛上げていきます。丹沢3兄弟も応援に来ます!
皆さんも総合体育館で湘南べルマーレの選手達に大きな声援を送りましょう。

持参された小・中寸高校生を野日先"順で200名無料・ご招待いたします。
詐細は、引換券付きチラシをご覧ください。
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学校・総合体育館・公民鮪等で配布予定(7打巾句)の引換券付きチラシを

サ
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小・中・高校生を無料招待【先着200名】
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同時
小学生フットサル体験教室
開催 Fリーグ公式戦のビッチでフットサルを体験しよう
日時'ド成30年8j、118Π(・に) 1211、1 1311、玲0分(染介H時妬分)
場カルチャーパーク総介体育鯨メインアリーナ

^
^

お得な前売りチケットを販売します
7月5H (人)よりカルチャーパーク絵介体育館内の条野市スポーツ協会事
疹局て,式介前Πまで販光いたします

講師洲南べルマーレフットサルクラブ所属送f・、スタッフ
対隷市内在住の小学牛 60名※フットサル経験・男女問わす
費用無村

価格ゼ剖常h1則'暢

受付 7月18日(水) T前81珪30分 定貝まで先着順受村

大人1,5001・q (当 H券2,0001小小中高校*300円(町Π券500円

問合せ先棗野市スポーツ恊会リi疹局(合悦63‑84‑3376)

趣涙]26日《国》

スツア

.

湘南べルマーレVSFC東京

今季より、 d1に昇格した湘南べルマーレが開催する「秦野市民デー」に合わせて、今年も秦野からスタジアムまで、大型バスでの送迎付き応援観
戦バスツアーを開催します。特典として、ウオーミングアップのためにピッチに向かうべルマーレ選手とのハイタッチイベントにこ参加いただけます。
普段の観戦では体験することが出来ない、感動をこの機会に味わってみてくださいこ家族、仲問同士、お一人でのこ参加、いずれも大歓迎です。

時場

日会

‑r

'F成30年8打26H a・D 試介開始 19時00分

丘

ile,、

Shonan BMWスタジアム平塚

r舶・

集合場所 1条野市役所 a511寺30分) 2東海大学前駅(16f瑚
対象市内在住・在学・在勤 90名※集合場所ごとに45名

費用一般1,900円小・中・商校生600円
,.

※中学生以下は保護名の同作が必要

占亀
^
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※未就学児は大人1人につき1名無料

受倩 7月18Π(水)午前8時30分 定貝まで先着順受付
問合せ先条野市スポーツ協会嘔務局(金0463‑84‑3376)

:・イベントの内容は変更になる場合もございますので予めごfが《ださい。

特典 1選手とのハイタッチイベント 2応援グッズ配布

j:COM

'Qチン ル
(デジ 1Ch で
峯J'COMチャンネルは、d;0OMIVご加入老さま、J:COM対島;済みの珪物にお住まいの方な
らどなたでモ畝料でご質いただけるチャンネルです.挫丁レピのチャノネル於定(再スキャン〕が
●要写鳩合があ,」ます.峯取送予定は予色なく変廻ILなる場合があります.

、

地元情報満載!

テイリーーユース」

^」

(月) (金)夜6:00 デイリーニユース
地先の気になる出来事をご紹介する地元目線のニユース番組行政
や防犯・防災の取り組み、イベント開催予定など、地域の爵翅をお届
けします生活に役立つ情報がきっと見つかる!

ス井t‑.ソくU
①⑥①邑
=^^弓^与^,Uミ^茜rι

纂

BIG

本紙はスポーツ振興くじ助成を受けて発行してぃます。
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Free paper ご自由にお持ち帰りください
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第9回秦野武道祭

●体験希望の方は運動のできる服装で気軽にお越しください。

日時平成30年6月24H (1羽 13時30分 16時30分
^
^

場カルチャーパーク総合体育館

内容武道の無革1体験コーナー・展示ブース
種目剣道・居合道、柔道、少林寺ぢ曾去、号道、空手、
スポーツチャンバラ、なぎなた、テコンドー、合気道

対象年齢、性別問わずどなたでも
備考参加賞がもらえるスタンプラリー開催
いろんな武道を体験して、自分にあった武道を始めるきっかけにしよう!

巨詞轟=町均ンデ47^ 7同餌御

日時平成30年7月6日(金) 19時 21時
^
^

ラグビーワールドカップ日本2019や2020東京オリンヒック・ハラリ
ンピックの開催を控え、大会運営を支える人「スボーツポランティア」に対
する興味・関心は高くなつてきています。
一方で、スポーツボランティアつてどんな活動をするのだろうか?どう
やったらボランティアに参加できるのだろうか?イベント参加者の方とど
のように接したらよいのだろうか?など、不安な気持ちを抱いている方も少

定員 100名程度
テーマスポーツボランティアとは 役割と魅力・楽しさ

講師竹澤正剛氏(H本スポーツボランティアネットワーク公え儲柳肋
備考定員まで先着順受付中ご示'辺の方は秦野市スポーツ協会
事務局(丑叫63一別一3376)へお申し込みください。

なくはないでしょう。

【スポーツボランティア募集情報1

そこで秦野市スボーツ協会では、「スボーツを支える人」のための無料講

◆ラグビーワールドカップ日本2019◆
平成30年7月]8日0拘まで、公式ボランティア応募フォームで受付中
応募フォームアドレス: VVVVW.rU8byvvorldcup.oom/volunteers
◆湘南べルマーレゲームボランティア&クラブボランティア◆
運営補助(チケットもぎり、配布物の配布、半券チェック、清掃等)
応募フォームアドレス: Vvvvvvbe11mere.00.jp/] 62785

習会を企画しました。

スボーツイベントを提供、する団体の関イ系者のみならず、今後スポーツボラ
ンティアとして活動してみたいという方向けに、まずはスボーツボランティ
アとは何か?知っていただくための講習会を開講します。どうぞお気軽にで
参加ください。そしてスボーツボランティアの魅力を発見してみてください。

呂民ディ'0如

回

場条野市文化会館 1階展示室

7同殉催旬

今年も体操・ダンスの演技発表会「体操フェスティバル」がカルチャー
パーク総合体育館で開催されます。日ころ秦野市内で体操・ダンス活動を
されている団体が集結し、活動の成果を発表します。
観覧は無料となりますので、市民の皆様もぜひで来館ください。一緒に
フエスティバルを盛り上げましょう!

観覧無料!市内19団体が演技を披露!
'1ξ成30年7j、17日( 1:)開会:13時

カルチャーパーク総介体育館メインアリー
1ママ&キッズ 2あおぱイ本操 3チームM ④レインボーキッズ
5 ココナッツ&りりレフア 6 ちびっ子ギャング

ι^

7 EN体操クラフ・ダンベルチーム 8条野1剰製太極会 9エアロヒユキミ

10シャイニーⅡハッビーフラワ一⑫笑爆⑬セカンド・マイ
科棗對・RGクラブ 15リズム体操ドリーム⑯えん繰連
17かわせみ体操クラブ 18レディースイ村柴クラプ 19よさこいユキミ

ふれあし阪誠"=皀毛』

瀧市屍^催助

テニス初級者クリニック・交歓会
※7月・ 9打・10月・11j1は会場の都合で、テニス柯片及者クリニック・交

開催日 7j、17 Ⅱ(に)・8打4 H (上)・ 9J] 1 Π(士)・10H8Π Uj

歓公は突施しません

11j13日(士・祝)・121Π日(上)・2月9 H (上)・3月2 Ⅱ

胖游及者クリニック(先着定員制)】受付8塒30分

場物

ち

会持

時問 91時 12時(テニス受付は8時30分 )

カルチャーパーク総合体育館メインアリーナ及び庭球場
運動のできる服装、タオル、補給用飲料・、室内用シュー

^

テニス初心者、久しぶりにテニスラケットを操る方などに向けた無料・ク

リニックです。市テニス協会所属コーチから指導を受けられます。
おf様の体験できます。クリニックは2都制で行団定員30名です。

^

無料スボーツ体験コーナー

第1回 91時00分 10時20分

※参加される力'は、宰内用シニーズを必ずごξ丁参ください。

第2回 10喝治0分 Ⅱ時50分

÷フケトの無料レンタル打

【総合体育館で体験できる種目】※開俳"によ0て体験稙目は異な1〕ます

【テニス^(5モ着X宣員制)】受付8時■0分 開始9時
当日深まった仲制とぺアを組み、ダブルス形式の交歓会をお楽しみいた
だけます定Rは30牢,(先着受付順

トランポリン・スホーツ吹矢・ユニカール・ミニポウリング

室内テニス・バドミントン・てのひらけっと・卓球
︑︑

ソ

ノ

・ポールウォーキング・スカットポール・シャフルポード

内含

ゴー

^^

亀亀

・パドルテニス・バスケ(フリースロー)・ノルディックウォーキング

^、

^

1,"仏

"、笈Z、

・ラダーゲッター・輪投げ・低床型玉入れ・釣りゲームなと
【無料フィットネス体験コーナー】笑開1崔1̲1によって体験チ,川1は捉なります

, ゛'
^

ヨガ、エアロビクス、太極拳、ベリーダンスなどの無料体験イベントを

同時開催します 1都餅重目は、スポーツ協会ホームページでご洲隔忍ください
1■

つ

1●

1し

当日、型スハーヅ運動・ホーツ

6月より当日受付型新規開講

カルチャーパーク総合体育館へお越しください1
一一

毛

^
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エアロビクス

健康体操

ボクシングエアロ

総合体育館受付で1回 400円のチケットを購入すればどなたでも参加可能!
教室の予定表(スケフル)は本紙6ぺ'"を一覧くr、{い

①6月16日・23日
②6月30日、7月21日・28日、8月11日・25日、

盲

'

'

ヨガ・ピラティス

傘

間員場用
時定会費

.

,*

'

、、

ーー

断

一

冨●重
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9月8日

<士曜日に開講(予定)>

①11時30分 12時50分
②9時30分 10時50分
100名(当日先着順)

カルチャーパーク総合体育館(第一武道場)
1回あたり 400円

キラリ輝くはだのっ子!

えがお輝くはだのスボーツシニア!

元気いっぱいタ'ツシユ

楽しく、そして健康にスポーツ吹矢
スポーツ吹欠は、性別・年齢問わず、どなたでも、いつからでも楽しく

陸上競技協会は、過太に開催したことがない本
格的な陀ト.競技教挙を、本午度火施しています
開催を計画したのは、

、^、^

始められます 5 10m先の円形の的をめがけて、息、を仙って矢を放つ

10午ほど、本市の

陸上競技が低迷していることが十な理1・"です
そこで、木市の陸上疑キ斯黛舌のためには、小学

生の陸上競技饗α・f名を増やすことが先決とぢえ、
小学生の1途上競技教室をスタートさせました

教室は、 5月15 Ⅱ(火)から7打 17日(火)まての1り1週火川!H、,・1'101川、

スポーツで、高い趣剰"彪力や腕力は必要ありません
スポーツですから基本動作やルールがあり、その動作の特徴は腰式呼吸
をべースとしたスホーツ吹欠式呼吸法」で、染小力と粘御力が必要です
また、技術の向上をH指して、スホーツ吹欠愛好名のΠご鍛錬、突ノJ井
価の'忍定方法として段級位制度を役けています常Π頃の修練したスポー
ツ吹欠の技術レベルを正しく評価し、さらに一Mの向卜を乳指して励みゃ

下後5時半から61庁妬分で、カルチャーパーク陸上競技場において現在開

やりがいとなっています。

催巾です

条野市内では、吹欠のサークルがフサークルあり、約80宏,の会nがお
ります自治会館、公民館、総合体育館でili

参加名は小学3 6年生、男子15名、女子17名の副32名
トレーニングの上な内容(例)は、

動しています

1.体幹トレーニング(6神類)

スホーツ吹矢の大会には、全H本選予権、

5.ラダーと十 10m走(3本)

伸奈川県大会、西洲大会等があります
近午、テレビでスポーツ吹欠が放1映される
こともあり、本市でも少しずつ会貝が増えて
おります皆さん、利気あいあいと楽しく練

6.50m流し X 3本

習に励んでおります

2.ダッシュ(距離10m、 4種類)
,

電一

'

3.マーチ(20歩X 3)
4.ニーハグキープ(10広X 3)

参加児帝は皆、Π新しく変化にとんだトレーニングに意欲的に取り組ん

ご興味がある方は、一度お問い合わせくだ

でくれているので、主催名として大変うれしい限りであります

さい

50メートルタイムトライアルを、 1、 4、川回刷に行い、各自の努ノJ
の結采が、タイムの血Π二に粘び村くことを、突感させたいと願っています

【お問い合わせ1
菅野携擶 090‑93舗一8俳D

生涯スボーツコラム(秦野市スボーツ推進計画とは)
「はつらつと・たれもが・のひのひとスボーツに親しむ、 楽しむ秦野」を目指して

秦野市スポーツ推進課
条野市スポーツ推進研'画は、ライフスタイルの多様化に作い、スホー
ツ活動への意蔵の低ドやスポーツイベントの参加名数が減少している現
状から、スホーツ・レクリエーション施策の課題を整刊!し、スポーツの
井つ而Π走性を最大隈に発抓できる施策を総合的かつ,1'画的に推進してい
くため、平成28年3j・jに策定しました
本計画では、スポーツというものを帖広くとらえ、競技スポーツ」

だけでなく、ウォーキングといったH常動作から、生涯を通じて楽しめ

の選下の貳合などを観城することで、スポーツへの関心を高めます。

ψや感到上希望の共有は、条野(まち)の活性化に必ず寄与するもの
であるととらえ、特色あるスポーツ大会を誘致するなどスポーツのみ
る機会を捉供します。

【重点指;剰
トップレベルの選手権大会等の観戦機会の提供数

るスポーツやレクリエーションなど市民のだれもか楽しめるよう"ライ
フステージ・志向に舵、じてはつらつと・だれもか・のびのびとスポー
ツに親しみ、楽しむ奈到・(まち"を基本理念に'定し、実現するために、

現状値(H26年度)中問値(H30年度)目標値(H32年度)

次の3つの目指す秦野はち)の姿を基本目標として施策を展開してい
ます。

<事例>プロフットサルチームの大会会場を誘致するなど、身近な場所
での観戦スポーツの機会を提供しています

1 はつらつとスホーツをする秦野(まち)

3 のぴのびとスホーツできる環境をささえる秦野(まち)

子ども、若者、成人(育児・就業)、商齢者など、全ての市民がスポー
ツをすることで、ノじ気に生き生きとした心身を保ち、活気とψtかさ
に満ちた条野(まち)を創造できるよう、スポーツ活動の機会の允突を

努めるとともに、スホーツに親しみ・楽しむ笑茂、,己鉄辻成の涙などを

3回年

4回以上年

5回以上年

スポーツ環境を構築する縁の下の力持ちのような人材の確保・育成に
ささえる喜びに変えられる市民が増える条男・(まち)をⅡ指します

図ります。

唖点指キ到
スポーツボランティアの活動人数

重点指キ剰
週1回30分以上、スポーツ・レクリエーション活動をする市民の割合

現状値(H26年度)中問値(H30年度)目標値(H32年度)

現状値(H26年度)中問値(H30年度)目標値(H32年度)
336%

45.0%

30人日

50人日

<事例>ラグビーワールドカップやオリンピック・パラリンヒックなどの、

50.0%

事例>チャレンジデーへの参加など、スポーツに親しむ機会を提供し

スポーツボランティアのm穀提1北、周知を行っています

ています。

2 だれもがスボーツをみる秦野(まち)
トップアスリートによる競技レベルの高い大会や、地兀の選手や憧れ

=

①⑥①φ

纂1

ス;1f‑,ソくU

本市では、この計画に基づき、全ての市民がスポーツを「する」
る」・「ささえることの楽しみや喜びを享受することができる条町
ち)の実現を目指します

兀ヲ 33('ヴンマノιヴンヴンノ運動ノ
1日関分、週3回、 3ケ月

続して

スポーツを行い、くらしの一部として

・新だにスポーツを始め怨くても大丈夫!・普段の動作をテキパキと!

まずは「日常生活の運動化」から始めてみませんか?
◎窓拭き、床拭きは大きくサッサと!

"^^^^,J^

◎買い物やまで歩きはキビキビと!

スポーツは育てることができる。
秦野市スポーツ恊会はスポーツ振興くじ助成を受けています。
スポツくじ(t010・BIG)の収益は、日本のスポーツを育てるために使われてぃます。

化する取組です。

牝、キビ,

サツケ+

『キビキビ・サッサで、あなたのカラダが

+

冒

.

ヨミガエル・ミチガエル・ワカガエル』
お間い合わせ先神奈川県スポーツ局スポーツ課
神奈川立体育センタースポーツ推進班

1",045‑285‑0796
Ta0466一引 2803

3033運動 I Q

孝

痴会0イ^腰^
ラグビーワールドカップ2019を秦野から盛り上げよう!

【ラグビーワルドカップとは】
4年に1度行われる]5人制ラグビー世界王者決定
戦となるのがラグビーワールドカップです。世界中の
ラグピープレーヤーにとっては選ぱれた人閻だけが出

東海大学ラグビーフットボール部第30回丹沢祭20:7月8日(日)
無料ラグビー体験教室など親子で楽しめるイベントを開催

場することができる憧れの舞台となります。

日時7H8日田)101畔00分 14時00分
^
^

場東海大学湘南校舎内ラグビー場

X

主催東海大学体育会ラグビーフットボール部共催神奈川県

、

後援 J:COM (秦野・伊勢原局)

0

＼

当日は、ラグビースクールに通う小学生やラグビー未経験の小学生を対象に
した、ラグビー教室(定員100名)や本橋恵美さんのヨガ教室(定員100名)、
現役ラグビー選手にり蹴するイベント、スタンプラリー等が開催されます。
また東海大ラグビー部OBトップリーガーが多数来場するほか、ラグビーファ
ンならずとも楽しめる、 KAGAJ0☆7によるステージライブ、 EBiDAN番組
「スタダゲート」がやってくる!ラグビー判弾戈&ライブ!公開収録、キッチンカー
の出店等もあります。

0

^

、^ノ
^

丹沢祭は東海大学ラグビー部の単独事業として開催されてきました。昨年度からラグピーワールド
カップ20]9開催に向けて、神奈川県が共催し、株式会社ジエイコムイースト秦野・伊勢原局 W:COM

秦野・伊勢原局)による収録と特別番組の放映が行われています。本年も放映が予定されています。
ラグビー教室・ヨガ教室のお申込み及ぴイベント最新情報は、東海大学ラグビー部ホームページを

こ覧ください。( https;//VVWVV.se8尽日les.com/nevvs/20] 8/05/0] 462.html)
※丹沢祭のチラシは、秦野市スポーツ協会公式ホームヘージ掲不板に掲載します
※無料ラグビー体験教室の申込先は、東海人学ラグビーフットボール音剛になり
ますのでご注意ください

日本女子ソフトボールリーグ部公式戦

0

11

.
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9月8日(土)・ 9日旧)

/ノ、
グ1"

チケット(般)当日:1,400円(前光:1.000円)
(巾高生)当日:1,0山円紺む売:600円)

.

誤

,

の秦甥,市スポーツ協会で販充中です
{

(販光時問 8:30

17:00)

秦野市水泳協会"水辺の安全プロジエクト2018"

「命を守る着衣泳」親子安全水泳教室

7月15日(日)

水の事故から命を守る方法(らっこ浮き) を身につけよう
場秦野市立おおね公園i品水プール(鶴巻940番地)

内容水難半故の犠牲者の大部分が衣服を着た状態で事故にあっていることから、
衣服を着て水に入り、あわてずに身の安全を確保するための技術を習得します
対象小学生とその保護者 15組(30名)
※プールに入ることができれば泳げなくても大丈夫です。

※保護者は、子どもと一緒に入水して受講できる方に限ります。
費用無料※プール利用料不要、保険料・等も主催者が負担します。
持ち物水着、水泳帽、タオル、あれぱゴーグル、衣服(着衣泳時に着る長袖、長ズボン)
運動靴(上履きは不可)、空きぺットポトル(15 2リットル※各自1本)
飲み物(水分補給用)、ビニール袋(滞れた衣類・靴を入れる)
申込み方法※先着順として定貝になり次第締切とさせていただきます。
Eメールにて、下記の必要事項を記入して送付してください。

<子ども> 1氏名(ふりがな) 2学校名 3学年4身長⑤性別
<保遵者> 1氏名(ふりがな) 2年齢③住所 4電話番号⑤メールアドレス
教室扣当;高木携帯(080‑5029‑0703) Email(OWS・trailrun@ezweb.ne.jp)

・.かながわアスリートネットワーク

吉田義人氏によるラグビー教室
日時9月8日(土)
会場おおね公園多目的広場
内容吉田義人氏によるラグビー教室
備考詳細は、秦野市スポーツ推進課(含0463‑84‑
2795)へお問い合わせください。

山田恵理

注皀 上野由岐子
還手 森さやか

日立(厚木商業高校出身)
ビックカメラ高崎
ビックカメラ高崎

◆9月8日(土)
第一試合00時30分)戸田中央病院VS大垣ミナモ
第二試合03時00分)日立VS ピックカメラ高崎
◆9月9日(印
第一試合00時30分)大垣ミナモVS 婁立
第二試合(13時00分)ビックカメラ高崎VS戸田中央病院
※対戦力ードの左側が後攻、ベンチは三塁側

【ネーミングライツ】
秦野市カルチャーパーク野球場'、平成30年4月
]日から「中栄信金スタジアム秦野なスタと
叩名されました。契約期問5年年問]50万円)て
中栄信用金庫が命名権を獲得しました。
また、カルチャーパーク中央こども公園が、平成
30年5月]日から「ペコちゃん公園はだの」と命名
されました。契約期間5年(年間]00万円)で株式

1畔
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^

RUCBY、

会社不二家が命名権を獲得しました。

日時平成30年7月15日旧) 9時船分 11時45分 受付:8時45分
^

https://VVVVVV.rU目byⅥ/0「1dcup co

予備日:9月10日(月)

備考前光券は、カルチャーパーク総介体育館内

=毛

゛

試合日程

※小孚生以下無料

喪

<公式ホームページ>

ン」代表

1

J門島、ロ

大阪府・東大阪市、神戸市、福岡県・福岡市、
熊本県・熊本市、大分県 G2都市)

元日本代表、現7人制ラグビーチーム「サムライセフ

(カルチャーパーク野球場)

^

<開催都市>
札幌市、岩手県釜石市、埼玉県・熊谷市、東京都
神奈川県横浜市、静岡県、愛知県豊田市、

浜市)特別サボーター

中栄信金スタジアム条野

会

1]月2日(土)

吉田義人:ラグビーウールドカップ2019開催都市(横

0

東京オリンピックで金メダル獲得が有望視されているソフトボール
オリンピック代表イ侯補選手も秦野に来ます!
世界最高峰の迫力あるプレーを直接見て、あなたも応援してみませんか?
ノ

<開催時期>20] 9年9月20日(金)

゛.
゛

グリコセユンティーンアイス

00

冒

BIG

■■

公益財団法人秦野市スボーツ協会は、スポーツ振興くU
助成金の交付を受け、ふれあいスボーツデー事業及び情
報紙スボーツライフはだの」発行事業を展開しています。

秦野市スポーツ協会【加盟団体紹介】
:・各競技団体からいただいた紹介記事を掲載しています。

条野市山岳協会は昭和如年に丹沢まつりに参加を契機に、地元山岳会と11i内企
業等の山岳部(クラブ)が連峰山岳会会長の姑幻岩田傅郎氏の努力によって成

・秦野市山岳

亡されました現在協会加盟団体は91司体で、活動内容は会則に扶づき、1̲Ⅱ岳に関

する刷介研究・啓発静及・各種h,"への恊ノJ・技術向上溝習研修会・遭難対策への協力・1瑚係団体との述絲恊力等を積極的に行っ
ております

本年度の主なる活動としては26年岡継続している孫仏まつりと私達が呼んでいますが、山北町丹沢山東光院の住職と合回て
丹沢山塊登111の安全と山で亡くなられた方々の慰誕祭を塔ケ岳(」準仏111) 11,1頂で毎春に行っております観光協会と協力開傑で
耿には紅葉ハイキングが行われ市民の参加名も年々多くなっております X、市内団体等の要川!1で学校登山への参加1・遭難対策

捌33回奄野円

コ

への協力で沢登りの訓練参加指導・ξ勧,11道のクリーンキャンヘーンへの参加隅νJ・山の日の人11,1登山等があります定例会は打

一越開催され、計画立案から尖施後の反告を行い、活動,1'画は条野市スポーツ恊会へ捉出し、開かれた述噌を目指しております
課題として会貝の高年齢化の波が避けて通れず、技術の仏承や,f'度な訓練等に支障がでて来て、目の前の大きな岩壁が立ちは
だかっており、対応を検,J中です
昭和30午の市制施行に伴い「秦野市体育恊会」が発足し、排球部が睡かれ活動が開始され、昭和41年

・秦野市バレーボーj

には「条野市バレーポール恊会」となりました
これを契機として市内の班業所のチームや、各地区のクラブチームなどが次々に誕生し、平塚地区協会
所属するバレーポール協会として、11i内の火会から、地区大会を経て、県大会や令1、可大会にⅡリ昜するチームもありました
その後、ナショナルチームが国際試介で成績が振るわなくなると、人気も低迷し、同時に競技人Πも減少、現在では1"内の社会人チームは5 6チー
ムという状況になり、近隣の大学の学牛サークルなども対象として大会を運営しております。

、、、

また、市内の参加チームの増加を目約に、平成21年から男女混合6人制大会を開催するなど、参加チーム
の硫保とバレーポール愛好名への競技機会の捉供に取り組んでいます

なお、市民に一流のバレーポールを見る機会を捉供するため、 Vリーグのりーグ戦や入れ替え戦なども条
野市総介体育館で開催したほか、昨年度から市総介体育大会に代わる新たな大会として市長杯匁奪男女混
合バレーポール大会」を開催するなど、今後は、できる隈りバレーボールと触れ合う様々な機会の挑供に取
り組みたいとぢえております

・秦野市サッカ

昭和心年(19腿年)ⅡHメキシコオリンビックでH本代女が銅メダ
ルを獲得したことから、凶内ではサッカーブームか起こり、楽野市にも
協会を設立する機運が高まり、企業チームを中心に虞立されました

協会

畢 ゛、モ

立ゞ",1初は、礼会人委貝会8チームで発足し、 1980午代には少午委員会チームカ寸川わり、また、より良い,式合をす

、、

るために2004午には密判委R会を立ち上げ、恊会としての体制が整いましたさらに2005年にはフットサル委R会
を設立し、現在では、女丁・委貝会、 3種委n会(中学校世代)、 2018年度からはシニア委貝会が加わっています
社会人委員会:発足工初は、企業チーム上体で述営されていましたが、その後クラブチームが現れ、さらに小学生の
時から経験し中学・高校を経て、友達を誘いあってチームを立ち」二げるようになり、最朧期のチーム数は35チーム
を数えました 2018年度はⅡチームの登録になっています

少年委員会:1980年頃に条野市と伊勢原市の少年チームが合祠で独立したりーグを立ち上げたのが最初でしたその後、
条劉,11i内のチームだけで運営するようになり、協会に加わりました現在も学年別にりーグ戦やトーナメント靴を
行っています最近子供の減少を受けて、,式合形式が変わり、Ⅱ人制から8人制に代わっています 2018年の登録チームは女子も含めてⅡチームです。
審判委員会:行チームが良い,式◇をするには、選手の技術や城術はもちろんのこと、良質な審判員を育成することが重要です選手や指導者の小から審
判員としての適性を引討."し、個別に審刈貝を育成し、上級審判員への道を開いていますまた、少年委貝会のコーチによる審判レベルの向上を図り、
さらには巾学校の試介レベル向上にも協力しています。
【団体UR口 http://hfa.hadano・homepege.oom/
秦野市バドミントン協会は、昭和46年に発足し、以来47年の歴史を歩んできております主な活動は、
協会主催による大会開催を年4回、溝習会を不定期ではありますが、日立情報通1,iエンジニアリングバド

・秦野市バドミントン協会

ミントン部の皆様のご協力のもと突施しておりますまた、スホーツ恊会、市スホーツ推進,果主俳によりま

すバドミントン教室へのサホートを行うことで微力ながら他康増進、スホーツ普及に貢献させていただいて
おります近午、男女ともに岡際大会での活蹴がめざましく、ハドミントン競技が1父透してきているように

直
^

.

、、'ゞ

゛,轟

,
':1

会

感じるところであります協会としても、この機に競技人口の増加に貝献できれはとぢえております。協会

のh,"や市内で活動する団体の絲習日などの情報をホームヘージで紹介していますのでご覧ください。
ハドミントンは、子供から、大人、年配名の方と幅広く行えるスホーツでもあります矣加したい、或い
は始めてみたいというかたは、参考にしていただければと思います。よろしくぉ願いします

う...

、ー,.

【秦野市バドミントン協会ホームヘージ】 http://hadano・badminton.sekura.ne.jp/

秦野市スボーツ協会の加盟団体を加盟順でご紹介いたします次号は、スキー協会、少林寺拳法協会、ソフトボール協会、空手道連盟を予定しております。

、 1゛

秦野のスホーツ情報をいち早くお届けします!

"ノ〆

...

うるおいと喜びを。
=

httPゾ/WVVVV.jbinc.CO.jp

心
いいね!

hせPS://W棚.facebook.com/hadano.sports/

ジャ ＼ノビバレソシは、北海道から沖縄まで全国各地に事業所をもつ
自
冗機オペレーターとして、うるおいと喜びをお届けしています。

F8Cebookをこ利用の方は、秦野市スボーツ協会
のぺージを検索し「いいね!」をクリックしてこ
登録ください。

.

スパーツ協会ゞ主催・る教室予定
当日受付型スポーツ教室では、都合の良い日、時間に身体を動かしたい
高校生以上の方であれぱ、どなたでも気韓にご参加いただける多様なプロ
グラムを用意して、皆様の参加をお待ちしています。初めての力でも、気
軽に参加が出来るプログラム内容になっているのが特徴で、身体を動かし

水分補給飲料、タオル、シューズ(ヨガ除く)はご持参くださ

エアロピクス

エアロビクス

初級

ホリデーフィットネス

ピラティス

●●● 6/19 ・ 26、フ/3 ・ 10 ・ 24 ・ 31、 8/14 ・ 21 ・ 28、 9/4 ・ 11
●●● 6/21 ・ 28、フ/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26、 8/2 ・ 9 ・ 16 ・ 23 ・ 30、 9/6 ・ 13

11:30

12:50 9/24

13:30

14:50 9/17

13:30

プを中心とした歩くエアロビ

●●■ 6/25、フ/2 ・ 9 ・16 ・ 23、 8/6 ・13 ・ 27、 9/3 ・10

11:30

12:50 6/16 ・ 23

13:30 14:50 6/27、フ/11 ・ 25、 8/8 ・ 22 ・ 29、 9/12
13:30 14:50 6/21 ・ 28、フ/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26、 8/2 ・ 9 ・ 16 ・ 23 ・ 30、 9/6 ・ 13

教室名

教室名

サタデースイミング教

アクアビクス教室

甲●

.一戸

時9/フ・ 14 ・ 21 ・ 28、 10/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26

金曜日全8回 19:30 20:30
一般定員 55名参加費 5,600円
フk中でのストレッチ・エアロビクス運動
受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

夏休みこども体験教室
時1ミニバスケットボール
フ/31(火)、 8/1(水)・ 2(木)・ 3(金)

16:45

寸象小学1年 6年生定員 30名
参加費 4,000円
備考受付期問 9/4 10 抽選日 9/11

全4回 9:15

全4回 9:15

1

親子ビクス教室(4・5歳コース)

二会場総合休育食官
日時9/5 ・ 12 ・ 26、 10/3 ・ 10 ・ 17

1

水曜日全6回 15:30 16:30
4・5歳児と保護者ぺア
20組参加費 3,500円
受付期間 7/18 24 抽選日 7/25

こどもスポーツクライミング教室
会場県立山岳ス小ーツセンター

日時8/16(木)・17(金)・ 23(木)・ 24(金)
11:00
全4回 9: 00
員 20名
す象小学3年 6年生
参加費 5,000円
蒲考受付期問 7/3 9 抽選日 7/10
.

十'「

10:45

2卓球
8/6(月)・フ(火)・ 8(水)・ 9(木)
10:45

③陸上競技
8/21(火)・ 220拘・ 23(木)・ 24(金)
15 10:45
全4回
魚 小学1年 6年生
貝
各30名(陸上は50名)
参加費 3,000円
蒲考受付期間 7/3 9 抽選日 7/10
r」』1

卑

...

会場中里予f建康センター

日時9/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 10/4 ・ 11・ 18 ・ 25
木曜日全8回 9:30
10:45
対象一般
定員 20名
参加費 4,000円
蒲考受付期問 8/2 8 抽選白 8/9

11:50

一般 6永ぎ方は問わず、25Mを泳げる方)
30名参加費 8,900円

会場カルチャーハーク

土曜日全8回 15:15

こども走り方教室
会場カルチャーノ、ーク

日時1月曜コース 9/3・10
2 火曜コース 9/4・11
各コース全2回 17:00
す象小学1年 6年生
参加費 1,500円

19:00
各コース50名

蒲考受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

,

.一.

一.

椅子ヨガ教室

キッズダンス教室

象員考

蒲考受付期問 7/帽 24 抽選日 7/25

日

金曜日全12回 10:50
11:50
一般定員 30名参加費 8,900円
個人レベルに応じ、 4泳法の習得を目指します
受付期間 8/2 8 抽選日 8/9

日時10/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 11/10 ・ 17 ・ 24、 12/1

.,.

一=

火曜日全8回 11:15
12:45
す象一般(高校生以上)定員 50名
参加費 4,000円

木曜日全12回 10 ; 50

教
室 アクアフィツトネス教室
名 会場おおね公園

会場総合体育館

対定備

象員考

対定備

会場総合体育館
日時9/4 ・ 11 ・ 25、 10/2 ・ 9 ・16 ・ 23 ・ 30

11/1 ・ 8 ・ 15 ・ 22

教室名

,

木曜日全6回 9:50 10:50
3歳児と保護者ぺア
15組参加費 3,500円
受付期間 7/18 24 抽選日 7/25

機能的トレーニング教室

日時9 6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 10 4 ・ 11 ・ 18 ・ 25、

象容考

象容考

対内備

象容考

対内備

会場総合体育館
日時9/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 10/4 ・11

中級スイミング教室

象員考

゛▼.

初級スイミング教室

受付期問 8/2 8 抽選臼 8/9

親子ピクス教室(3歳コース)

12名参加費 4,800円
受付期間 8/2 8 抽選日 8/9

会場おおね公園

11/2・9・16・30

一般定員 55名参加費 5,600円
グローブをはめて行なうエアロビクス運動

日時10/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 11/10 ・ 17 ・ 24、 12/1
士曜日全8回 13:15 15:00
対象年長 小学2年生定員 30名
参加費 5,000円
備考受付期問 9/4 10 抽選日 9/11

貝

会場おおね公爾

会場おおね公園
日時9/フ・ 14 ・ 21・ 28、 10/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26、

会場おおね公圓
日時9/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 10/4 ・ 11 ・ 18 ・ 25
木曜日全8回 13:50
14:50

玉会場総合休育館

^考

17:50

受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

二

こども体操教室

35組参加費 5,000円
受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

日曜日全8回 16:50

対定備

水に顔がつけられ、浮くことのできる小学生
36名参加費 7,200円
受付期間 8/2 8 抽選日 8/9

アクアグローブ教室

オムツのとれた3歳製上の未就学児と保護者ぺア

会場おおね公園
日時9/4 ・ 11 ・ 25、 10/2 ・ 9 ・ 16 ・ 23 ・ 30
火曜日全8回 13:50 14 ; 50
寸象 軽度の肢体不自由者

日時9 5,12,19,26、 10/3 ・ 10 ・ 17 ・ 24
水曜日全8回 10:50
11:50
寸
一般定員 55名参加費 5,600円
水中で行なうエアロビクス運動
蒲
受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

17:50

障がい者水中運動教室

二

象容考

象員考

対定備

11/6、 13、 20、 27
火曜日全12回 16:50

,

教室名

↓゛一●

日時9/4 ・ 11 ・ 25、 10/2 ・ 9 ・16 ・ 23 ・ 30、

象員考

象一般定員 30名参加費 8,900円
考受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

キッズスイミング教室

ファミリースイミンク教室
会場おおね公園
時9/2 ・ 9 ・ 16 ・ 23 ・ 30、 10/フ・ 14 ・ 21

19:50

.会場おおね公園

スホーツ協会ホームページの受付フォームから受付期間内にお申込みください。

対定備

寸蒲

土曜日全12回 18:50

テップを中心とした歩くエア
ロビクスのクラスです。

お申し込み方法第3月曜除く 8:30 17:15 電話 0463‑84‑3376 または秦野市

11/10・17・24

1

初級のエアロビクスに慣れて
きた方向けです。ダンスス

9:15 10:35 6/20 ・ 27、フ/4 ・ 11 ・ 18 ・ 25、 8/1 ・ 8 ・ 15 ・ 22 ・ 29、 9/5 ・ 12
9:30 10:50 6/30、フ/21 ・ 28、 8/11 ・ 25、 9/8

会場おおね公園
日時9/1 ・ 8 ・15 ・ 22 ・ 29、 10/6 ・13 ・ 20 ・ 27、

,

クスのクラスです。

14:50 6/19 ・ 26、フ/3 ・ 10 ・ 24 ・ 31、 8/フ・ 14 ・ 21 ・ 28、 9/4 ・ 11

事前受、型スポーツ教室のご案内

T

エアロビクスに少し慣れてき
た方向けです。基礎のステッ

9:30 10:50 6/15 ・ 22 ・ 29、フ/6 ・ 13 ・ 20 ・ 27、 8/3 ・ 10 ・ 17 ・ 24 ・ 31、 9/フ

19:30 20:50 8/10 ・ 24、 9/14

健康体操教室

軍

エアロビクスを初めて体験す
る方や、気楽に運動をしたい
方向けの入門クラスです。

19:30 20:50 6/27、フ/4 ・ 18、 8/1 ・ 15 ・ 29、 9/5

士水木

タイ式ヨカ

● 6/23

.

初中級

ボクシングエアロ
りフレッシュ・ヨガ

エアロビクス強度

刀吸

エアロビクス
初中級

時問
9:30 10:50 6/25、フ/2 ・ 9 ・ 23、 8/13 ・ 27、 9/3 ・ 10
.
● 6/30、フ/21・ 28、 8/11・ 25、 9/8

はじめて

月水金月火︑︑水

はじめて

a /on

3,1回80分のプログラムをお楽しみください

たいとお思いの方は、ぜひ総合体育鯨へ足をお述びください
曜日

0

受付方法
1.総合体育館受付横の自販機でチケット(1回400円)を購入。
チケットは、プログラム開々旬時問前から販売が開始されます。
2.会場入口でスタッフにチケットをお渡しください。
プログラム1非1始15分前から会場へ入室ができます。

当日受付型スポーツ教室のご案内 a回400円)

教室名

0

ゆったりヨガ教室

場サンライフ鶴巻
日時9/フ・14 ・ 21・ 28、 10/5 ・ 12 ・ 19 ・ 26

金曜日全8回 13:00 14:20
象一般(高校生以上)
50名
口費 4,000円
芹 考受付期問 8/2 8 抽選日 8/9

先着順で受け付ける教室と、定員を超える応募があっ

た場合に抽選となる教室があります。
上記の教室以外にも、開催準備が整った教室情報を、

秦野市スポーツ協会ホームページ(艸W.hadano.sports.
Com)に掲載していきます。(情報は随時更新してぃ
ます)

又ボ)=ツ刷レシ勺一で髭る奈野"U●・ま巨1"み旦りをヲなく'

スポーツ掲示板では、秦野市民の皆様がスポーツに触れ合うきっかけ作りに

Cば趣の久ホ弁ツ掲示板
人気の"ノルディックウォーキング"で
楽しく健康増進

日時:6月26日(火)、 7月5日(木)・10日(火)
9時30分 11時15分雨天中止

日時:6月19日(火)・ 28日(木)、 7月3日(火)
9時30分

11時15分雨天中止

場所:総合体育館集合、カルチャーパーク、
゜クニック広場など

初心者ソフトテニス教室
日時: 1 カルチャーハーク
6月16日・ 23日 13時 17時
7月28日、8月11日、9月1日・8日・15日
15時 17時

内容:2本の専用ポールを使うことで姿勢よく

公園へ a0日は代々木公園へ)
内容:2本の専用ポールを使うことで姿勢よく
スホーツウォーク

?なでしこ運動広場

ポーツウォーク

7月7日・14日・21日、 8月4日・18日
15時 17時

対象:自力歩行ができ、足腰に衰えを感じる方

場所:①カルチャーパーク庭球場
(レンタルボール代別途400円)
②なでしこ運動広場庭球場
申込期間:前日までに宙話・メール、 HPから申込み内容:初心者を主な対象として、ソフトテニス
問合先:秦野NW&PWクラブ村上(合790558)
を練習の中から楽しんでぃただきます。
費用:一回500円

元気なシルバー世代向き

費用 :一回500円(レンタルポール代別途400円)
申込期問:前日までに電話・メール、 HPから申込み

問合先:秦野NW&PWクラブ村上(合79055鋤

16時

対象

一般市民

費用
申込肝占
その他

1 人300円
随時受付中
多少経験力力必要です。お問い合わせの上、
練習に参加下さい。

問合先

秦野市インディアカ協会
近藤(含09089636340)

インディアカ大会

月1日(日) 9時 11時30分
秦野市立鶴巻小学校校庭
グラウンドゴルフ教室
どなたでも参加できます(大根鶴巻地区)
無料
当日受付
秦野市大根鶴巻地区体育協会
,、(合7フ‑3343)

対象:小学生以上、老若男女を問いません
(昔経験された方も大歓迎)
費用:無料
申込期問:事前申込不要、当日受付

その他:雨天の場合、各会場の管理事務所に問合
ださい

問合先:秦野市ソフトテニス協会事務局
メール hsta0463@yahoo,CO,jp

白白万

7月1日(日)、 9月16日(日) 9時
秦野市立西小学校体育館

時所容象用問先

日時
,昜戸斤
内容

日場内対費申問

インディアカゲーム大会

λ

時所容象用問

日場内対費申

問合先

いますので、内容の詳細については各問合先担当者様へこ連絡ください。

話題の"ボールオーキング"で転倒防止

場所:総合体育館集合、水無川を市役所や古墳

対象

つながる情報を掲示しています。各団体から投稿いただいた情報を記事にして

夏季ジュニアテニス教室
日時:7月28日、 8月11日・18日・ 25日、

バークゴルフ講習会

9月1日(予備日9月8日・15日)士曜日

7月14日(土) 12時 (雨天中止)
開成町・開成水辺スポーツ公園ハークゴルフ場
パークゴルフの楽しさを体験する

秦野市の一般市民
コース使用料として300円/人・回

臼一

全5回 16a割5分 17時45分
カルチャーパーク庭球場

:P&Sによるテニス普及プログラム
す象 :8 9歳クラス、 10 12歳クラス
用 3,500円

夏休み秦武館剣道教室
a寸

所

内容

対象

谷

7月13日(金)まで

申込期問:6月29日より受付、先着順

井上(TEVFAX :82‑4285)
秦野市パークゴルフ協会
井上(合82‑4285)

その他:雨天中止雨天時の中止は15時に決定し、
秦野市テニス協会HPに掲載します。
問合先:ラケットや秦野店(6840050)

費用
申遜肌ヨ
問合先

8月5日(日) 13時 14時
カルチャーパーク総合体育館
第一武道場
剣道を体験してみたい方、以前体験した
方にも、気軽に楽しく参加いただける内
容です。
中学生以下のお子さん

(保護者の方も歓迎です)
無料
当日受付
(できれば6月30日まで)
秦武館道場萩原(丑080・33186067)
メール yoshiki.ha目iW臼ra069@gma".com

気のあう仲間を見つけて、さわやかなスボーツライフを始めよう!

サークル仲問を募集してぃる市内のスホーツ活

動団体から頂いた情報を掲示板形式でご紹介しま
す。各サークルの詳細につぃては、問合せ先の担
号

記囲飼冏

当者様へ直接ご連絡ください。

サークル名
対象者
問合せ先

囲開催場所
口参加費等 皿その他
困開催日時

(第3月

.
ユ

***フットサル***

囲秦野フットサルクラブ女子フットサル固

しこ運動広場テニスコート(上大甘勵、南が丘中

30分 21時30分3日曜 18時30分 20時
30分口市内体育館、フットポールパーク秦野
HP
所定額
飼中学生以上の女性

学校テニスコート(南が丘)詞小学2年生 小
学6年生
入1,000円、月1,000円"体験
入部は、随時受付中固松元(合76‑7670)

19時30分 21時30分2木曜 19時

(hせPゾ/Vvvvvvhadano・fc.org)固事チ劣局(丑75・

Email: hadano.jr@gmail.com)

4680)横山(含0507131・9198)

***ラグビー***
囲野フグヒースクール/秦野市ラグビーフット
ポール協会囲日曜囲東海大学湘南校舎内ラ

囲 Halau '0山'0IU (ハーラウォルオル)園①教

***フラダンス***
三 市内公民館
月3回 2 サークル:月2回
4歳 大人(初心者可)*①教室:入(子供)

グヒー炉、又は戸川公園他幼稚園から中学

***バスケットボール***

囲 Vamos sKILL ACADEMY

***ソフトテニス***
士曜/
囲秦野ジュニアソフトテニスクラプ
日曜/祝祭日網6回程度) 9時 12時囲なで

生までの男女年7,000円"コーチ・父兄

2,000円、(大人) 3,000円、回3,000円②サーク
ル:入なし、月2,000円囲思、いやりがあり、や

曜休み) 17時30分 18時45分
ーパーク総合体育館飼4歳児 小学6年生まで
の男女
各カテゴリーによる無料体験有
個初心者から経験者まで各カテゴリーごとのバ

からなる社会人チームも募集中です。個ラグビー
スクールH P (h廿P://VVVVVV.rU8by・hadano.com/)

スケットスクールです。下記メールアドレスに氏
;.耳 VamoS秦野
名・年齢をお知らせ下さい。

時 囲カルチャーパーク総合体育館(第一武道
場)圃軽運動レベル年齢問わず、 80歳を超

(info@varno・varno.com)

えた方もいます。口月500円囲氷の上で行

口入 1,000円、月2,500円囲初心者、熟練者の入

う力ーリングを力ーヘットの上で出来るようにし

会歓迎、体験、見学も歓迎。

三

カルチャ

***太極拳***
石

健康づくり太極拳囲①火曜明2 3回)

13時30分 15時2 水曜(月2 3回) 13時
14時30分田 1鶴巻公民館 2西公民館

圃どなたでも口月1,500円圖安池(丑
09078367756)
二

***太極拳***
太極拳を楽しむ会金曜網2 3回)19

時 20時30分田本町公民館飼どなたでも
月1,500円圃安池(合09078367756)

とことん地元再発見"
ちょっぴり参加型ウエブマガジン

***ユニバーサルカーリング***
火曜 15時 17
秦野ユニカールクラプ

たものです。固丸岡(会7フ・4556)
***骨盤イ本操&ヨガ***

ιメイト2 固火曜 9時20分 10時50分囲
総合体育館飼一般口 1回500円"月2回がヨ
^' 阿部(合84・4325)
ガ、 2回が骨盤体操です。
***ヨガ***

1ミ KANAORI

瑛営会社:株式会社カナオリ
神奈川県厚木市岡田3088 tel:046・2200015

***剣道***

囲秦武館道場北支部囲水曜 18時30分 20時
囲北中学校峪技割幼稚園児 中学3年生
,.■

山口(合750717)

***剣道***
秦武館道場西支部固①中学生以下中心の
稽古水曜 18時30分 20時②一般の方中
心の稽古水曜 20時 21時囲西中学校体
二

育館飼①中学生以下のお子さん②一般の方
月2,500円囲火曜は、本町支部(本町中学校)
二■冨 高橋(丑090‑1616・
でも稽古をやっています。

.ハタヨガ囲木曜 19時30分 21時田堀川公民
館国一般口月2,500円囲無料体験をやってます

3052バメール)S,takahashi@sky.plalaor.jp)

ので、お気軽に参加して下さい問阿部(含84‑4325)

森谷(丑0906958‑4865)

投、記事を募集しています!

麓凌趨

●'.:'、

かなっべ
掲載店舗募集中,お問合せはお気鯏こ!

る気のある方ばかりの自慢の教室です。無料体験お
待ちしてぃます。圃森谷(丑090・1269‑2524)

り.'

.

無、

「はだのスポーツ掲示板」では、参加者募集、仲問募
集の投稿記事を募集しています。
次号の発行予定は、 9月15日号(原稿の〆切7月中
旬頃信窒定予定))です。掲載を希望される方は、投稿
記事募集要項を事務局までメールまたは電話でご請求く
ださい。掲載希望が多い場合、本協会加盟団体の情報を
優先して掲載させてぃただきます。また、全ての方のご
希望に添えない場合があります。
請求先:info@hadano・sports.com
電話:0463843376 担当:大北・三橋

スボーツカレンダーはだの

秦野市スホーツ協会賛助会員・寄附金の募集について

第9回秦野武道祭(主催:秦野市)
(カルチャーパーク総合体育館)

秦問,市民の皆様が広くスポーツに親しんでいただけるよう、スポーツの
普及振興に役立たせていただくため、賛勁会員(企業・団体・個人)及び
寄付金を募集しています本協会への賛助会費、寄附金については税制上
の優遇措躍を受けることができますご協力をお願いいたします。

6月24日(日)

午前:ふれあいスポーツデー

7月7日(士)午後:体操フェスティバル
(カルチャーハーク総合体育館)
8月18日(士)

湘南べルマーレフットサルクラプ

Fリーグ公式戦

賛助会費・寄附金個
人一自 5,000円(ーロ以上)
企業・団体一0 10,000円(ーロ以上)

(カルチャーパーク総合体育館)
湘南べルマーレ秦野市民デー応援観単戈バスツァ
8月26日(日)
(shonan BMWスタジアム平塚)
9月1日(土)
9月8日
・ 9日

詳しくは、秦野市スポーツ協会事務局までお問い合わせください。

ふれあいスボーツデー

賛助会員こ紹介平成30年2月1日から平成諦年5月31日現在の皆様

(カルチャーパーク総合体育館)

(敬称略)

(士) 日本女子ソフトボールリーグ1部公式戦
旧) (中栄信金スタジアム秦野)

加藤仁一・山口英夫

【個人】
【団体・企業1

秦野市スポーツ協会新役員・理事紹介
5月18日(金)に開催された、定時評議R会で次の力'が理出に選任され、
同日開催された理喫会の互選で会長、副会長、専務理事が選定されました。

・述藤五夫・伊東和彦

秦野市本町地R体育協会

・秦野市ソフトテニス協会

泰野弓道協会

・秦野市南地区体育協会

公益財団法人秦野市スボーツ協会加盟団体一覧

(6地区体育協会・30種目団体)

ム、
'式

長遠藤五夬(再f動理事根岸毅練斤任)
副会長石塚拓雄(再任)理出野島みどり(新任)
副会長石田信戈(再任)理事福島努(再任)
専務理事浜野則彦(再任)理事眞壁潔(再任)
理事赤坂笑保・f(再任)理事正岡義海(再任)
理事安部総郎(再任)理事山口勇(新任)
理事飯田 昌一 (再任)理邪山田文雄(再任)
理邪伊東和彦(再任)理亊横山和恵(新任)
理事今井茂文(再イ◆
今回選任された理事の任期は、
理事大塚隆佳刑壬)
平成31年度決算に関する定時評
理部大森長ぽ刑壬)
議員会終結時までとなります
理・非柏木荘一(新任)

秦野市本町地区体育協会

秦野市サッカー協会

秦野市南地区体育協会

秦野市バドミントン協会

秦野市東地区体育協会

秦野市スキー協会

秦野市北地区体育協会

秦野市少林寺拳法協会

秦野市大根鶴巻地区体育協会秦野市ソフトボール協会
秦野市西上地区体育協会

秦野市空手道連盟

秦野市陸上競技協会

秦野市クレー射撃協会

秦野市野球協会

秦野市テニス協会

秦野市ソフトテニス協会

秦野市ラグビーフットボール協会

秦野市卓球協会

秦野市馬術協会

秦野市スポーツ協会加盟団体専門委員会新委員長・副委員長紹介

秦野市水泳協会

秦野市ゲートボール連合

5月21U (阿)に開催された、委員会(地域'Ⅱ業委員公、スホーツ・レク
エーション出業委貝会)で次の方が委員長、副委員長に選出されました。
【地域事業委貝釘
委貝長高木照、男本町地区体育協会
副委員長小早川規好(大根鶴巻地区体育協会)

秦野市レクリエーション協会秦野市ボウリング協会

委員長伊東和彦(ソフトテニス協会)
副委員長古屋忍サッカー協会)
広報委員会については、第1回広報委員会にて選出される予定です

畠

秦野市ゴルフ協会

秦野弓道協会

秦野市スポーツチャンバラ協会

秦野市ハスケトナール協会秦野市ターケトバードゴルフ協

【スポーツ・レクリエーション事業委員会1

公益財団法人
秦野市スボーツ協会

秦野市剣道連盟

秦野市柔道協会

秦野市家庭婦人バレーボール協会

秦野市山岳協会

秦野市インティアカ協会

秦野市バレーホール協会

秦野市パークゴルフ協会

※上記の他、秦野市体操協会から加盟申請書を受理してます。

所在地 秦野市平沢101‑1
電活

0463‑84‑3376

公益財団法人条野市スホーツ恊会は、条町・市体育恊会印台和30年設立)と公益財団法人秦野市スポーツ振興財団
(平成8年設立、平成25年公益法人取得の細織を兀化し、乎成28年4打1日に発足しました。
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神奈川県秦野市富士見町6‑34

?ロコーチか

【アクセス】電車の場合

^

,秦野駅下蛋dヒロ):バス5分富士見偶・鋳察碆入口下車徒歩5分

,渋沢駅下車(北ロエバス11分富士見挺・歯察署入口下車徒歩5分

